
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名
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団体名 病院名

地方独立行政法人岐阜県
総合医療センター

岐阜県総合医療センター 2

地方独立行政法人岐阜県
立多治見病院

岐阜県立多治見病院 3

地方独立行政法人岐阜県
立下呂温泉病院

岐阜県立下呂温泉病院 4

岐阜市 岐阜市民病院 5

大垣市 大垣市民病院 6

多治見市 多治見市民病院 7

中津川市 総合病院中津川市民病院 8

中津川市 国民健康保険坂下病院 9

美濃市 美濃市立美濃病院 10

羽島市 羽島市民病院 11

恵那市 市立恵那病院 12

恵那市 国民健康保険上矢作病院 13

土岐市 土岐市立総合病院 14

飛騨市 国民健康保険飛騨市民病院 15

郡上市 郡上市民病院 16

郡上市 郡上市国保白鳥病院 17

下呂市 下呂市立金山病院 18

関ヶ原町 国民健康保険関ヶ原病院 19

岐阜県
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岐阜県

病院名 岐阜県総合医療センター

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 地方独法

15,491 17,301 平成22年3月31日 平成22年4月1日

16,763 17,803

△ 1,272 △ 502 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ●

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.5 91.6 民間譲渡

平成21年度 89.2 93.0 診療所化

平成22年度 92.4 97.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 93.0 97.8

平成20年度 44.5 45.4

平成21年度 44.6 42.1 既に実施済 ○

平成22年度 44.6 42.2 今年度実施予定

平成23年度 44.5 42.1 実施(予定)時期 平成23年8月19日

平成20年度 90.0 85.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 85.6 委員会等名
岐阜県地方独立行政法人評
価委員会

平成22年度 90.0 88.9 その他

平成23年度 90.0 88.9 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成23年11月9日

平成２３年度 平成２３年度 その他
上記は評価委員会による業務実績評
価結果・財務諸表意見の公表日。プラ
ンの点検結果としての公表はH23.11末

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

　役割分担を踏まえた施設整備や診療体制整備を進めた。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

岐阜市

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

　岐阜県保健医療計画に定める４疾病５事業ごとの連携体
制、公立病院の再編・ネットワーク化に関する方針（岐阜県）
における岐阜県総合医療センターの役割を果たす方向で、
周辺医療機関と合意した。
　具体的には、「救命救急医療」、「心臓血管疾患医療」、
「周産期医療」、「がん医療」、「女性とこども医療」を重点医
療と位置づけ、充実強化する。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-
fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-

公立病院改革プラン最終年度

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岐阜県

病院名 岐阜県立多治見病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 地方独法

12,911 14,425 平成22年3月31日 平成22年4月1日

13,471 13,958

△ 560 467 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ●

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.5 99.1 民間譲渡

平成21年度 89.2 99.7 診療所化

平成22年度 92.4 103.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 93.0 103.3

平成20年度 49.3 47.2

平成21年度 48.1 42.5 既に実施済 ○

平成22年度 47.7 45.2 今年度実施予定

平成23年度 47.6 45.2 実施(予定)時期 平成23年8月19日

平成20年度 90.0 70.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.7 68.5 委員会等名
岐阜県地方独立行政法人評
価委員会

平成22年度 90.3 77.0 その他

平成23年度 90.3 77.0 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成23年11月9日

平成２３年度 平成２３年度 その他
上記は評価委員会による業務実績評
価結果・財務諸表意見の公表日。プラ
ンの点検結果としての公表はH23.11末

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

　多治見市民病院と県立多治見病院の役割分担を明確にし
た。
　具体的には、市民病院は「二次救急医療」の提供や「回復
期リハビリテーション病棟」の設置などを行う。県立病院の
役割は、「三次救急医療」の提供や「急性期医療」、「周産期
医療」、「がん診療拠点」など高度で先進的な医療を提供す
るとともに、「精神科医療」、「感染症医療」などの政策医療
を提供する。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

多治見市

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　役割分担を踏まえた施設整備や診療体制整備を進めた。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-
fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岐阜県

病院名 岐阜県立下呂温泉病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 地方独法

4,526 4,346 平成22年3月31日 平成22年4月1日

4,976 4,575

△ 450 △ 229 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ●

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.9 83.0 民間譲渡

平成21年度 95.4 90.7 診療所化

平成22年度 91.0 95.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 88.7 90.4

平成20年度 62.0 75.8

平成21年度 60.9 65.6 既に実施済 ○

平成22年度 65.9 63.6 今年度実施予定

平成23年度 66.2 63.6 実施(予定)時期 平成23年8月19日

平成20年度 67.0 54.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 67.0 55.8 委員会等名
岐阜県地方独立行政法人評
価委員会

平成22年度 60.3 53.9 その他

平成23年度 56.4 62.7 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成23年11月9日

平成２３年度 平成２３年度 その他
上記は評価委員会による業務実績評
価結果・財務諸表意見の公表日。プラ
ンの点検結果としての公表はH23.11末

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

　下呂市立金山病院と県立下呂温泉病院との役割分担を
明確にした。
　具体的には、市立金山病院は、市南部地域で不足する内
科、外科分野の医療を補うとともに、「救急医療」、人間ドッ
ク、各種検診等を行う。下呂温泉病院の役割は、「急性期医
療」、「救急医療」、「災害医療」、「へき地医療」等の支援拠
点、「回復期リハビリテーション医療」、「産科」など地域に不
足している医療を主として提供する。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

下呂市

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　平成26年度開院を目指して、役割分担を踏まえた病院移
転の基本計画・基本設計を策定し、現在、実施設計及び造
成工事等を行っている。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-
fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/dokuritsu-hojin/keiei-kenzenka-keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岐阜市

病院名 岐阜市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

14,701 14,652 平成21年9月 平成24年3月

14,619 13,965
岐阜市民病院改革プラン策
定委員会

82 687 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 101.2 101.3 民間譲渡

平成21年度 100.5 100.6 診療所化

平成22年度 100.6 104.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 100.5

平成20年度 48.2 48.0

平成21年度 49.9 50.9 既に実施済

平成22年度 51.0 49.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.7 52.1 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 92.3 89.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.1 86.2 委員会等名
岐阜市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 91.8 86.2 その他

平成23年度 92.2 86.7 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

岐阜県保健医療計画に定める４疾病５事業ごとの連携体
制、公立病院の再編・ネットワーク化に関する方針（岐阜県）
における岐阜市民病院の役割を果たし、がん医療や周産期
医療等の分野において中核的機能を分担する。再編につい
ては、岐阜医療圏における中核病院として基本的に現行体
制を維持する。ネットワーク化については、地域医療機関と
の連携を推進する。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

岐阜県

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

地域医療支援病院として地域医療機関との連携を強化し、
紹介・逆紹介の推進、高度・専門的医療の提供や、クリニカ
ルパスの電子化に向けて引き続き検討を行った。また、地
域がん診療連携拠点病院として、当院でのがん診療に関す
る情報を公開し、地域医療機関や大学病院などと緊密な連
携を図り、質の高い専門的ながん診療の提供に努めた。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

（予定）http://www.city.gifu.lg.jp/c/40125779/40125779.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大垣市

病院名 大垣市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

26,114 29,217 平成２６年　３月３１日
平成２１年３月に現状を維持することとしたが、改革
プランの点検評価時（平成２５年度まで年１回）にお
いて、必要があれば検証する。

25,800 27,269 大垣市民病院改革プラン検討委員会

314 1,648 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 102.2 102.4 民間譲渡

平成21年度 101.2 103.3 診療所化

平成22年度 101.2 107.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.4 101.4

平成20年度 40.8 40.4

平成21年度 42.7 40.2 既に実施済

平成22年度 42.7 39.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 42.7 42.7 実施(予定)時期 平成23年１１月末まで

平成20年度 89.6 86.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.8 86.6 委員会等名
大垣市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 89.9 87.7 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成２４年３月末まで

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

大垣市民病院改革プラン検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・西濃医療圏の基幹病院として、岐阜県地域周産期母子医
療センター、小児救急医療拠点病院、地域災害医療セン
ター、地域がん診療拠点病院、救命救急センター等、三次
医療機関の役割を担う。
・地域医療支援病院の承認を目標とし、地域において、患者
の診療が継続的に行われ、一貫した治療が受けられるよ
う、地域連携パス等を充実させ、医療圏域内の連携を強化・
拡大する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.omh.ogaki.gifu.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 多治見市

病院名 社会医療法人厚生会多治見市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者制度

195 272 平成21年5月 平成22年4月1日

289 357

△ 94 △ 85 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 87.1 89.7 民間譲渡

平成21年度 58.2 54.8 診療所化

平成22年度 67.5 76.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 68.6 69.9

平成20年度 74.4 73.4

平成21年度 135.3 144.5 既に実施済 ○

平成22年度 6.3 0.0 今年度実施予定

平成23年度 6.3 0.0 実施(予定)時期 平成23年9月14日

平成20年度 61.1 57.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.6 39.5 委員会等名 指定管理者評価委員会

平成22年度 74.3 0.0 その他

平成23年度 77.6 0.0 公表（予定）※ ○

平成２２年度から指定管理者制度移行によ
る利用料金制をとるため、病院事業会計で
の経営収支黒字化目標はない。

平成２２年度から指定管理者制度移行によ
る利用料金制をとるため、病院事業会計で
の経営収支黒字化目標はない。

実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

「再編・統合」については、平成21年3月に統合しないと結論
を出した。
また、「病院機能の役割分担・ネットワークについての検討」
は、新病院計画策定に当たり地元医師会及び県立多治見
病院と協議した。協議内容を反映させた新病院基本計画を
平成21年6月に策定した。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

岐阜県

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

新病院基本計画に基づき病院建設を進めている（基本設計
を策定している）。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.tajimi.gifu.jp/iryou/

http://www.city.tajimi.gifu.jp/iryou/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 中津川市

病院名 中津川市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

6,799 6,169 平成24年3月 平成24年3月

7,172 6,541
地域医療連携会議（庁内）に
て検討中

△ 373 △ 372 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 86.1 89.1 民間譲渡

平成21年度 93.1 91.5 診療所化

平成22年度 94.8 94.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 96.5 96.5

平成20年度 59.3 55.6

平成21年度 53.7 55.7 既に実施済

平成22年度 53.3 55.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.8 52.8 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 72.0 72.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.0 72.6 委員会等名
中津川市公立病院評価委員
会

平成22年度 78.0 67.2 その他

平成23年度 79.0 71.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

地域医療連携会議（庁内）で検討中
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

○　地域医療の現状把握と課題を整理し、中津川市民病院
と国保坂下病院の当面の方向性を協議していく。
○　地域の医療機関と中津川市民病院及び国保坂下病院
との協力と連帯による地域完結型医療の実現を目指す。
○　地域医療のあるべき姿の実現を目指す。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://nakatsugawa-hp.jp/

http://nakatsugawa-hp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 中津川市

病院名 国保坂下病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,741 2,909 平成24年3月 平成24年3月

2,907 2,931
地域医療連携会議（庁内）に
て検討中

△ 166 △ 22 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.8 93.2 民間譲渡

平成21年度 92.7 97.7 診療所化

平成22年度 94.3 99.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 96.2 96.2

平成20年度 56.4 55.9

平成21年度 55.8 53.0 既に実施済

平成22年度 55.0 52.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 54.3 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 70.4 74.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.4 77.2 委員会等名
中津川市公立病院評価委員
会

平成22年度 70.4 77.5 その他

平成23年度 70.4 77.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

地域医療連携会議（庁内）で検討中
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

○　地域医療の現状把握と課題を整理し、中津川市民病院
と国保坂下病院の当面の方向性を協議していく。
○　地域の医療機関と中津川市民病院及び国保坂下病院
との協力と連帯による地域完結型医療の実現を目指す。
○　地域医療のあるべき姿の実現を目指す。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.takenet.or.jp/~hospsaka/

http://www.takenet.or.jp/~hospsaka/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 美濃市

病院名 美濃市立美濃病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,261 2,453 平成27年3月31日 平成27年3月31日

2,264 2,174
美濃病院運営検討会議にて
検討する

△ 3 279 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人 ○

地財法 ― ― 指定管理者制度 ○

平成20年度 95.9 96.9 民間譲渡

平成21年度 98.1 106.1 診療所化

平成22年度 99.9 112.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.7 112.3

平成20年度 51.1 46.8

平成21年度 51.4 45.0 既に実施済 ○

平成22年度 51.0 43.0 今年度実施予定

平成23年度 50.4 46.6 実施(予定)時期 平成23年6月16日

平成20年度 89.1 89.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.5 89.0 委員会等名
美濃病院改革プラン検証委
員会

平成22年度 88.5 89.9 その他

平成23年度 89.3 90.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年10月1日

平成26年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠組
みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意（実
施中）」の病院は①～③を
記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場合
●、決定済の場
合◎、検討中の
場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

美濃病院運営検討会議にて検討する
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

当面は現状の体制を維持していく。
他の医療機関と連携を深め、それぞれの特性を生かした
ネットワーク化を目指す。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に記
入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付するこ
と。

http://minohospital.jp/

http://minohospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 羽島市

病院名 羽島市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

5,770 5,882 平成24年度 平成24年度

5,874 5,927 羽島市民病院改革プラン評価委員会

△104 △45 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － － 地方独立行政法人 ○

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 94.8 95.4 民間譲渡

平成21年度 97.5 97.8 診療所化

平成22年度 98.2 99.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.2 99.0

平成20年度 56.8 57.4

平成21年度 56.0 56.0 既に実施済

平成22年度 55.8 57.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.0 59.3 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 72.5 72.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.0 72.0 委員会等名 羽島市民病院改革プラン評価委員会

平成22年度 73.4 71.3 その他

平成23年度 73.9 69.1 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

羽島市民病院改革プラン評価委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

岐阜南部医療圏における中核病院として、岐阜大学附属病
院や地域の医療機関との連携を促進し、今後とも専門性の
高い急性期医療を地域に提供する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.hashima-hp.jp

http://www.hashima-hp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 恵那市

病院名 市立恵那病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 指定管理者制度

2,617 2,891 平成25年度 平成25年度

2,555 2,863

62 28 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 ー － 指定管理者制度 ●

平成20年度 100.1 100.1 民間譲渡

平成21年度 103.2 102.3 診療所化

平成22年度 102.4 101.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.3 100.3

平成20年度 － －

平成21年度 － － 既に実施済

平成22年度 － － 今年度実施予定 ○

平成23年度 － － 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 76.5 76.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.9 75.0 委員会等名 恵那市国保運営協議会

平成22年度 78.9 75.5 その他

平成23年度 80.1 77.2 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

恵那市総合計画で検討
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

市内の公立2病院及び公立6診療所との機能分担、連携強
化

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.ena.lg.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 恵那市

病院名 国民健康保険上矢作病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,011 1,048 平成25年度

998 1,014

13 34 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 ー － 指定管理者制度

平成20年度 101.2 101.2 民間譲渡

平成21年度 100.9 101.7 診療所化

平成22年度 101.4 103.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.2 100.7

平成20年度 62.0 62.0

平成21年度 63.1 61.7 既に実施済

平成22年度 63.3 63.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.0 67.2 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 94.4 94.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.4 91.2 委員会等名 恵那市国保運営協議会

平成22年度 96.4 90.6 その他

平成23年度 96.2 96.2 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

恵那市総合計画で検討
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

市内の公立2病院及び公立6診療所との機能分担、連携強
化

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.ena.lg.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 土岐市

病院名 土岐市立総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

6,622 6,226

6,816 6,434

△ 194 △ 208 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 94.2 93.8 民間譲渡

平成21年度 94.5 94.2 診療所化

平成22年度 97.2 96.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.2 97.1

平成20年度 58.2 58.5

平成21年度 60.3 61.1 既に実施済

平成22年度 58.2 59.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.5 57.6 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成20年度 69.1 66.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.2 56.7 委員会等名
土岐市立総合病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 68.6 58.8 その他

平成23年度 75.2 57.1 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年10月31日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.toki.lg.jp/wcore/hp/page000004800/hpg000004799.htm

http://www.city.toki.lg.jp/wcore/hp/page000004800/hpg000004799.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 飛騨市

病院名 国保　飛騨市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,440 1,320 平成24年3月31日 平成24年3月31日

1,527 1,287 病院経営改革推進委員会

△ 87 33 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 85.7 93.9 民間譲渡

平成21年度 88.6 98.4 診療所化

平成22年度 94.3 102.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.2 100.2

平成20年度 71.6 64.8

平成21年度 72.9 59.7 既に実施済

平成22年度 66.7 59.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.6 61.6 実施(予定)時期 H23年12月

平成20年度 73.0 75.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.2 79.3 委員会等名 病院経営改革推進委員会

平成22年度 83.5 74.1 その他

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 H23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院経営改革推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

飛騨医療圏での中核病院である、高山赤十字病院、久美愛
厚生病院等との連携を強化する中で、機能分化、再編・ネッ
トワーク化について検討する。
医療機関連携では
・平成20年度　小児科非常勤医師　久美愛厚生病院(週1回
午前)、高山赤十字病院(週1回　午前・午後)の派遣を受け
た。
・平成21年度　小児科非常勤医師派遣　高山赤十字病院
(週1回　午前・午後)、整形外科非常勤医師派遣　高山赤十
字病院(月2回　午前)の派遣を受けた。
・平成22年度小児科非常勤医師派遣　高山赤十字病院(週1
回　午前・午後)、整形外科非常勤医師派遣　高山赤十字病
院(月2回　午前、 9月まで)の派遣を受けた。
・平成23年度小児科非常勤医師派遣　高山赤十字病院(週1
回　午前・午後))の派遣を受けている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://hida-hp.jp/kaikaku_plan

http://hida-hp.jp/kaikaku_plan


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 郡上市

病院名 郡上市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,669 2,724 平成23年度末 平成23年度末

2,727 2,707 郡上市地域医療確保検討委員会

△ 58 17 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 91.0 91.5 民間譲渡

平成21年度 94.9 94.6 診療所化

平成22年度 97.9 100.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.6 99.0

平成20年度 66.7 67.4

平成21年度 66.6 67.1 既に実施済

平成22年度 64.5 61.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.3 63.4 実施(予定)時期 平成23年度

平成20年度 86.7 85.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.7 81.4 委員会等名
郡上市地域医療確保検討委員会・
郡上市民病院改革プラン実行委員
会

平成22年度 88.0 87.5 その他

平成23年度 89.3 89.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年度

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ (予定） http://www.city.gujo.gifu.jp/

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成22年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

郡上市地域医療確保検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

病病・病診連携のシステム化等を通じて地域医療体制を確
保するとともに、市民から信頼の得られる公立病院の確立を
めざす。具体的な方向性については、地域医療確保検討委
員会の議を経て平成23年度末（予定）までに取りまとめる。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.gujo.gifu.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 郡上市

病院名 郡上市国保白鳥病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,212 1,258 平成23年度末 平成23年度末

1,203 1,202 郡上市地域医療確保検討委員会

9 56 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 95.6 92.4 民間譲渡

平成21年度 100.3 99.3 診療所化

平成22年度 100.8 104.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.3 101.3

平成20年度 67.5 70.2

平成21年度 63.4 66.0 既に実施済

平成22年度 62.7 64.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.7 62.7 実施(予定)時期 平成23年度

平成20年度 77.5 73.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 74.9 委員会等名 郡上市地域医療確保検討委員会、
白鳥病院改革実行委員会

平成22年度 77.7 91.5 その他

平成23年度 78.3 80.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年度

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ (予定） http://www.city.gujo.gifu.jp/

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

郡上市地域医療確保検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

病病・病診連携のシステム化等を通じて地域医療体制を確
保するとともに、市民から信頼の得られる公立病院の確立
をめざす。具体的な方向性については、地域医療確保検討
委員会の議を経て平成23年度末（予定）までに取りまとめ
る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.gujo.gifu.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 下呂市

病院名 下呂市立金山病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

1,228 1,170 平成21年9月 平成25年4月

1,232 1,187 内部組織設置予定

△ 4 △ 17 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 93.9 93.2 民間譲渡

平成21年度 96.7 93.8 診療所化

平成22年度 99.7 98.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.1 99.0

平成20年度 69.9 69.6

平成21年度 66.8 69.6 既に実施済

平成22年度 65.3 67.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.9 66.4 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 60.1 59.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.0 60.2 委員会等名
下呂市立金山病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 64.3 54.7 その他

平成23年度 65.5 60.4 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成31年度 実施(予定)時期 平成23年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年3月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

下呂市立金山病院と岐阜県立下呂温泉病院との役割分担
を明確にした。具体的には、下呂市立金山病院は、市南部
地域で不足する内科、外科分野の医療を補うとともに、初期
医療・救急医療病院としての役割や、人間ドック、各種検診
等を行う。岐阜県立下呂温泉病院の役割は、急性期医療、
救急医療、災害医療、へき地医療等の支援拠点、回復期リ
ハビリテーション医療、産科など地域に不足している医療を
主として提供することとしている。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

岐阜県
（岐阜県立下呂温泉病院）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

平成24年度中の開院予定を目指して、役割分担を踏まえた
病院移転の基本計画を策定した。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.kanayama-hospital.jp



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岐阜県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 関ケ原町

病院名 国民健康保険　関ケ原病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

2,610 2,258 平成２２年度 平成25年3月31日

2,727 2,513 病院運営審議会

△ 117 △ 255 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － - 地方独立行政法人

地財法 － - 指定管理者制度

平成20年度 91.9 89.6 民間譲渡

平成21年度 95.4 91.6 診療所化

平成22年度 95.7 89.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 97.7 92.0

平成20年度 56.1 51.4

平成21年度 52.4 50.4 既に実施済

平成22年度 52.7 49.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 50.0 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 73.9 74.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.9 80.7 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 91.8 73.9 その他

平成23年度 92.4 72.0 公表（予定）※ ○

平成２５年度 平成２５年度 実施(予定)時期 平成23年12月22日

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

【医師派遣によるネットワーク化】関ケ原町の国民健康保険
関ケ原病院に不足する診療科への診療支援として、大垣市
に派遣要請を行い、大垣市民病院より循環器科の専門医派
遣を受けている。（月．４回）

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

大垣市

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

平成２１年度の派遣要望、協議を経て、平成２２年４月より
実施継続中。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.sekigahara-hosp.com/

http://www.sekigahara-hosp.com/
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